


おいしいやわらかめ 
お弁当には冷めても 

ごはん 
かためのあつさり 
カレーやおすしには 

ご®いさ〇 
このたびはリンナイの電子ジャー付ガス炊飯器をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。 
參ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。 
•この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認の上、大切に保存してください。 
⑩この機器は家庭用製品です。家庭用としてご使用ください。 
⑩本製品は国内専用です。海外では使用できません。 
•取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはもよりの当社にて、再購入してください。 

Q かまど炊きと同じおいしさ 

。薪に負けないガスの強火 

。炊飯かま全体をムラなくつつみ炊き 

•羽釜と同じの鐃物厚釜 

Lかまど炊き職人の技をマイコンが記憶 

カニ穴やうつすらできるこげはガスならではの強火、おいしさの証です。 
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お好み炊飯調節 

炊き分けメニュ- 

白米 ’ 

白米お急ぎ 

炊き込み•おこわ 

おかゆ 

玄米 

5種類の炊飯 
レパ=卜U- 

八パ〉 

網 こ^^ 

-選べる保温一——— 

一回の食事で食べきるとき 
(少し高めの温度で保温） 

次の食事まで保温するとき 
(少し低めの温度で保温)r, 

炊き上がり後、自動的に ： 
保温したくないとき _ 

保温中のご飯をあたため 
直したいとき 

— sill理夕1マ-- 

蒸しケーキなどのおやつが簡単に作れま 

す。さらに、別売りのセラミック釜を使う 

と、筑前煮などの和風メニューから、ポト 
フやカボナータのような洋風メニューま 
でラクラク、手間なく調理できます。 

て 
•やせ 

りみわ〇 
ば好合す 

ねおにま 
•がIき 

さめユで 
たげ二節 

かこメ調 

安全上のご}王意必ずお守りください 

おいしいご飯の豆知識 

お使いになる前に 
各部の名称. 

使用前の準備…… 
時計の合わせかた 

使いかた 
お米の準備. 
炊飯器の準備. 

ご飯の炊きかた❾白米. 

◎お好み炊飯調節…• 
❾白米お急ぎ. 
•炊き込み（おこわ） 
®おかゆ. 

◎玄米. 
予約炊飯（タイマー炊飯）. 
保温❾通常保温. 

®保湿なし. 

❾長時間保温. 
@再加熱. 

調理タイマー. 

温調調理タイマー. 
あとかたづけ. 

お手入れ. 

つたときは 
故障。異常の見分け方と処置方法 
tt m. 
個別ガス消費量. 

外形ボ去. 
消耗品。別売品について. 
長期間使わないときは. 
アフターサービスについて. 
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■接続は必ず当社指定のガスコードを使用する 
傷んだガスコードは使用しない。 
誤った接続は、ガス漏れや火災の原因となります。 

ぶ躺頭腐4傻总。囊 

機器本体 
スリーブ 

❿涵關） 
■ガス用ゴム管やビニール管の使用禁止 
機器本体 

Wn""^ ガス用ゴム管 

■器具用スリムプラグ取付け禁止 
機器本体 ” 

スリーブ 
ガスコード 

:02〇= 

圖ゴム管用プラグ。カチットの取付け禁止 
機器本体 

■ガス接続部に傷がついたり、汚れや異物が付 
着するとガス漏れの原因になります。ていね 
いにお取扱いください。また、お使いになら 
ないときは、お買い上げの際に取付けられて 
いたキャップをはめて<ださい。 

圍機器に接続しているガスコードのスリーブ 
(金属部）が置き台などに当ると抜け、ガス 
漏れの原因になります。ガスコードが確実に 
差し込まれていることを確認してください。 

_LPガスは2m以内のガスコードで接続して 
ください。 
/ガスコードを外し、再度接続した場合、 
都市ガスT3Aに比べ、LPガスはガス 

\が出て< るまでの時間がかかるため ノ 

_LPガス•12A •13A以外のガス種の場合は 
ネジ接続になります。接続はお買い上げの販 
売店で行います。 

■ガスの接続がわからない場合はお買い上げの 
販売店またはもよりのガス事業者までご連絡 
<ださい。 

■使用ガス及び使用電源についてのこ'注意 
•機器が使用ガス（使用ガスグループ）及び使用電源（AC100V)に適合している 
ことを機器の銘板で確認してください。 

©表示以外のガス•電源では使用しないでください。不完全燃焼により一酸化炭 
素中毒になったり、爆発着火でやけどしたりすることがあります。また、故障 
の原因にもなります。 

龜転民六れたと夫にft、供〈表示の内容〉（例：13Aの場合） ❿転居されたときにも、供 
給ガスの種類•電源の種 
類が銘板の表示と一致し 
ていることを、必ず確か 
めて <ださい。 

※ガスの種類には都市ガス 
数種類とLPガスとがあ 
り、都市ガスにはガスグ 
ループの区分があります。 

105年製 
炊飯容璗 

1.4L 

RR-07MRT ' 

c都mガス—- 

2.15kW 
(ACIOOV 50-6QHZ14W) 

(Q5MrOQQQQi>- 
yン株式会社 

製造者株式会社柳澤製作所 
! V0 電圧 100- 

こ定格消費電力 21QW)}- 

/ガスの種類を' 

、確かめる_ 

例）05.08 

(2005年8月製造） 

使用電源 

消費電力 

-_ 

この機器の銘板は本体の 
「背面Iに張り付けてあります。 

ガス種•電源の 
確認 

>危険 _ 
■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけたり、 
電気器具のスイッチの「入。切」、電源プラグの 
抜き差し、周辺の電話を使用しない 
炎や火花で引火し、 ^/み 
爆発事故を起こすこ 
とがあります。 m 

火気禁止 

■ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止する 
① すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める。 
② 窓や戸を開けガスを外に出す。 
③ お買い上げの販売店または 
もよりのガス事業者に連絡する。、 

峰' 

■設置するときは可燃物との距離を確実に離す 
火災予防条例で定められています。必ずお守りください。可燃物からの距離が近いと火災の原因となります。 
また可燃性の壁にステンレス板などを張った場合でも可燃物と同様の距離が必要です。 

翁周囲の壁などが木材のような可燃物の場合 

周囲の壁から10cm以上、 
上方から30cm以上 
離してください。 

30cm 
M上 

10cm 

❿可燃物の壁から10cm以上、上方から30cm以上 
離せない場合 

防熱板を壁に取り付けてください。防熱板を取り付 
けた場合も周囲の壁から4.5cm以上、上方から 
15cm以上離してください。防熱板^以上 

※防?^板Iしつし、ては、fch :去  
い上げの販売店またはも,^45cm 
よりの当社にお問い合わ 以上 
せください。 丨特 

■機器を設置した後、周辺を改造する場合も設置基準を守る 
吊り戸棚などを付ける場合も可燃物との距離を確実に離し基準をお守りください。 

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産 
への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 
その表示は次のようになっています。内容をよくご理解してから本文をお読みください。 

A この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、 
丨Z1AIBPX または火災の危険が差し迫って生ずることが想定される内容を示しています。 

A この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 
ZlXga または火災の可能性が想定される内容を示しています。 

A :十吾：この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害 
ZlA/±^ :のみの発生が想定される内容を示しています。 

•絵表示については次のような意味があります。 

A この絵表示は、気をつけていただきたい 
「注意喚起」内容です。 A発火注意 A\感電注意 /1\高温注意 

Q この絵表示は、してはいけない「禁止」 
内容です。 

(D火気禁止 ⑱接触禁止 ③分解禁止 

_ この絵表示は、必ず実行していただく 
「強制」内容です。 

^電源プラグを 
抜け 

安全上のご注意必ずお守りください 

H 



謎±_cii戆 必ずお守りください 

❿機器の上や周囲に調理ラック、カーテン、紙參ふきん•タオルなどを機器にかぶせない。 
ぶくろ、ぺツトボトル、調理油などの可燃物や不完全燃焼や機器の損傷•火災の恐れがあります。 
スプレーなどの引火性のものは置かない。 
焦げたり燃えたりして火災の原因となります。 

•分解•修理*改造は絶対しない。 
修理•改造は高度な専門知識が必要です。お客さまご 
自身では工具を使用して絶対に分解したり修理•改造 
は行わないでください。異常作動してけがの原因とな 

発火注意 

ります。 

分解禁止 

け也震、火災などの緊急の場合はあわてずにただ 
ちに使用を中止し、ガス栓を閉じる。 

M縱ケ( 

•炊飯中。炊飯直後に機器を持ち運ばない。 
炊飯中•炊飯直後の機器は 
高温のため危険です。転倒/ 
すると火災•やけどの原因一 
となります。 

排気部 
高温注意 

保温中に持ち運ぶ場合はやけどにご注意ください。 
特に排気部は高温になりますので、本体下部を持ってください。 

ぶ，一八七 り 

カス桂を 
閉じる 

⑩炊飯かまをセツトする時、燃焼部にしゃもじや 
スプーン等の異物がないことを5萑認する。 
異常燃焼や火災の原因になります。 

U忘 
IV/ 

❿機器を水につけたり、水をかけたりしない。 
漏電•シヨートして感電•発火の 
原因となります。 

発火注意 

參新聞紙、ビニールシートなどの熱に弱い敷物の 
上で使わない。 
火災の原因となります。 

感電注意_が" 

•機器の周辺ではスプレー、ガソリン、 
ベンジンなど引火のおそれのあるち 
のを使用しない。 < 
引火して火災の原因となります。聲鉍戈/ 

発火注意 

0くゾ'::}ぐ:ハ 

•使用中の異常に気づいた場合。 
① 点火しない場合または、使用中に異常な燃焼、臭気、 
異常音を感じた場合、使用途中で消火した場合はす 
ぐに使用を中止し、ガス栓を閉じる。 

② 故障表示と処置方法（33ページ）•故障•異常の見 
分け方と処置方法（3小35ページ）に従い処置をす 
る0 

③ 上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止しI 

お買い上げの販売店またはもよりの当社へ連絡する。I 

進 
_... __ 

修電源プラグは根元まで完全に差し込む。 
差し込みが不完全な場合、感電•発熱による火災の原 
因になります。 ^ 

a 

ガス栓を閉じる 

_ 
C3> j 

15cm以上 

⑩電源プラグのほこりはふき取る。 
火災の原因となります。 

乾いた布で 

_電源コードを切断して延長はしない。 
電源コードがコンセントに届く範囲としてください。 
感電や火災などの原因となります。 

•ガスコード*電源コードは炊飯器や他の機器の 
下側を通さない。他の熱源機器にふれない。無 
理に折り曲げたり、引っ張ったり、ねじったり 
しない。 
使用時は周囲が高温になり、ガスコード、電源コード 
がとけてガス漏れや感電の原因になります。 

ぶ . 

參コンセントや配線器具の定格を超える使い方や, 
交流1oov以外で使わない。 
たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の 
原因になります。 , 

•ガスコードはガステーブルなどの他の熱源機器 
から15cm以上確実に離す。 
距離が近いと高温になり、ガスコードがとけてガス漏 
れの原因になります。 參ぬれた手での抜き差しをしない。 

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。感電の原 
因になります。 
コンセントに水などがかからないようにしてください。 

ぬれ手禁止 

•使用後は消火を確認する。 
使用後は必ず||)キー、炎マークが消灯し、消火して 
いることを確かめてください。 
ガス栓も閉じてください。 

安全上のご注意必ずお守り<ださい 



_圖画圍_____議議議_議》11 

❿不安定な場所での使用禁止。 
水平で安定した所に設置してください。 
機器が傾いて、やけどやけがをする恐れがあります。 

參棚の下など落下物の危険のある所を避ける。 
機器の上に落ちたものが燃えて、火災の原因になりま 

. 令、 

•電源コードを持って引き抜かない。 
電源プラグを抜くときは電源コードを引っぱらない。 
電源コードを引っぱると断線して発熱や発火による火 
災のおそれがあります。必ず先端の^ ^ 
電源プラグを持って行う0 ^ - 

的 

•感熱部はいつもきれいにする。 
汚れていたり炊飯かまとのあいだに 
ごはん粒などの異物があるとセンサ 
一が正常に働かないことがあります。 

•外ぶたはゆつくり確実に閉める。 
外ぶたで手や指をはさむ 
ことがあります。 
また、炊飯不良の原因と 
なります。 ，ザ？ j 

汚れをとる ^ 

⑩炊飯中や炊き上がり直後は、蒸気口に顔や手を 
近づけない。また、炊き上がり直後ふたを開け 
るときは蒸気に注意する。 
炊飯中は蒸気口から、炊き上がり直後はふたを開けた 
とき多量の蒸気がでますので パーー) 
やけどをする恐れがあります。、二^, ^ 

A\ 

⑩専用の釜以外は使用しない。 
過熱•異常燃焼による火災 
などの原因になります。 ^ 

认00 

高温注意 一^^^^ nil 
•炊飯中、炊き上がり直後は操作部。キャッチボ 
タン以外は手を触れない。 
高温になっていますのでやけどをすることがあります。 
特に幼児にはさわらせない。 へ 

•機器の周囲に樹脂製品などの熱に 
弱いものを置かない。 
変形または変色する恐れがあります。 

接触汪思 

•お部屋の換気口（吸気口 •排気口）は常に確保し、 
使用中は換気をする。 
不完全燃焼の原因となります。 

•車両船舶での使用はしない。 
使用中に機器が傾いたりし、 
火災ややけどの原因になります。 

:〇! 

•強い風の吹き込む所、エアコン等の 
風が直接当たる所では使用しない。 
故障•炊飯不良の原因となります。 

換気をする 

•湯沸器の下では使用しない。 
排気や水蒸気によつて湯沸器が 
誤動作する原因となります。 

A>i思 
❿子どもだけで使わせない。 
幼児の手の届くところで使わない。 
思わぬ事故の原因となります。特に幼児にはさわらせ 

なぃ。；舞说 

#点検*お手入れの際の注意。 
点検•お手入れの際は必ず機器が冷めてから、手袋を 
して行ってください。手袋をしないでお手入れすると 
機器の突起物などでけがをすることがあります。 

•点火したままでは、炊飯かまを絶対に外さない。像機器本体•外ぶたには安全に関する注意が表示してあり 

•必ず、消火後冷ぇてから、炊飯かまを外す。 舞Sと雲き' S£fn©r 

• 飯かまをセットした後で点火操作をしてISて5誌:^ぅごII'くIIS際 
& u ° (本体の塗装がはがれる場合があります。） 

やけどや過熱による火災などの原因になります。 

參雷時の注忌、0 

雷が発生しはじめたらすみやかに9 
運転を中止し、電源プラグをコン” 
セントから抜いてください。 
雷による一時的な過電流で 
電子部品を損傷することが 
あります。 

安全上のご注意必ずお守りください 



胚芽精米、麦まぜ米、発芽玄^e、雑 
榖米も水にひたす時間と水加減を調 
節するだけで、白米同様おいしく炊 
けます。（20ページの炊飯表を参照) 

無洗米は水を加えると表面に気泡がで 
きて、水が吸収されにくくなります。 
また、種類によっては粉が多いものが 
ありますので、そのまま炊飯すると炊 
飯不良の原因になります。1〜2度す 
すいでからの炊飯をおすすめします。 
(16 ♦ 20ページを参照） 

玄米を1mm程度発芽させることによって、 

それまで眠っていた酵素が活性化し、栄養価 

が高まります。表皮がやわらかくなっている 
ので、白米と同じように炊くだけで、玄米より 

消化しやすいのが特徴です。 
健康食品として注目されています。 
(20ページの炊飯表を参照） 

もみ殻だけを除いたものを玄米。ぬ 

かと胚芽を取り除いたものを白米と 
呼びます。白米には、ぬかを取り除 

く程度によって三分づき米•五分づ 
き米等があります。また、玄米から 

ぬかを落とし、胚芽をできるだけ多 
く残すように精米したものを胚芽精 
米といいます。 

呼お 
び米 
备は 
が精 
変米 
to❿ 

る 

いしガ 
いやス 

pf飯 gO器 
炊*は 

ガス炊飯器で炊いたこ'飯がなぜおい 
しいか。それは強い火力を持つ炎が、 

かまを包み込むようにして、むらなく 
一気に炊きあげるからです。カニ穴 
もバッチリできています。 
カニ穴や、おねばにうつ 

m < 

がg 
る、 

US米P 
，が®る 

お米を買う時は、精米してから日数 
がたっていないもの。お米に透き通 

るようなつやがあるもの。そして粒 
がそろってふつくらとしているもの 
を選びましょう。 

m 

木 
は 

Ai 

U 

rt 

お米は、日光のあたらない、風通し 

のよい所に置いてください。冷蔵庫 
の野菜室も最適です。精米したお 
米は日がたつにつれ味が落ちていく 
ので、 2週間ぐらいで使い切るのが 

いいでしよう。また計量米びつを使 

っている場合は、お米を買い足す時 
などにときどきそうじをしてくださしV 

冷 
趣 
% 

日本でつく5ftている 
品種は200種以上 

it洛蠢は 

進•製 
為⑽，一^ 

コシヒカリ、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、 
あきたこまち、キララ397、キヌヒカリ、 
日本晴など日本では200種以上の品 

種がつくられています。しかft同じ 

品種でも産地や気候によってかたさ 
やおいしさに違いがあります。 

おいしいご飯を炊くためには、たつぶ 

りの水で手早く洗うのがこつです。手 

早く適度な力でギュッギュッと米粒どう 
しをこすり合わせ、たつぶりの水で一 

気に洗い流します。水が澄むまでしつ 
かりすすいで<ださい。 

SsfL 

< 1S1 

t D 
さ® 

7モ 

お； 

料理によって 
水細減 

お米の昂種や状態、また 
料理やお好みによっても 

水加減を調節してくださ 
し、。（20ページの炊飯表 

を参照） 

軟質米 
発芽玄米 目盛どおり 

新米 
カレー用 
炒飯用 

目盛より少なめ 

硬質米 
胚芽精米 
古米 

目盛より多め 

_藤によっても 
お米の質は変ねる 

秋 丨冬*春丨 夏 
(刈り入れ一12月）丨（年明け一梅雨まで）K輔-裔米ができるまで） 

〔新米J 

刈り入れから2〜3力月までのお米を新 
米といい独特のうま味があります。し 
かし、吸水率が良いので、ベチャつく 
傾向があります。ふつうより少なめの 
水加減で炊飯してください。 

〔夏場のお米） 
梅雨を過ぎると、お米の脂肪が酸化し 
て吸水率が悪くなり、炊きあがりは、 
パサパサしたぬか臭い炊きあがりにな 
りがちです。よく洗米して、ふつうよ 
り多めの水加減で炊飯してください。 

ilrif* 

議蔡玄米、雑穀米# 
®s しく»く 

i時_ひビ 

待？だ"： 

し成"5く 

待0备"： 

_洗米® 
お sbN/炊く 

発芽寘*BIWlrcolsio 

おいしいご飯の豆知識 



n操作部 
圓キーはrピッ」と音が鳴るまで確実に押してください。 

(rピッ」と音が鳴ると受けつけていますので押し続ける必要はありません。 
V •©キーは15秒以上押し続けると異常と判断し、故障表示することがありますc 

■キーを押す時は必ず手で操作してください。また、濡れた手で操作しないでください。 

■電源ブラグをコンセントに差し込みます 
表示は説明のため全て表示しています。実際は動作状態に応じて表示されます。 

保温/長時間キ~ 
(保温選択キー） 

鑤保温したいときに押します。 
白米、白米お急ぎ、玄米 
は炊きあがり後自動的に通 
常保溫になります。 

©炊きあがり後、保温したく 
ないときは、炊飯開始後1 
回押します。 

❿長時間保温したいときは、 
通常保温開始後すぐに1回 
押します。 

籲温調調理したいときに1回 
押します。 

\ 、長時間ノ 

約 
v時計j 

予約/時計字一 
_現在時刻•予約時刻をセツ 

卜するときに押します。 
_現在時刻をセツトするとき 
は約5秒間押します。 

切キ8 
#キーの押しまちがいやタイ 
マー予約を取り消ししたい 
ときに押します。 

❹タイマー予約の取り消しや 
炊飯•保温を中止したいと 
きに押します。 

immm) (m^)(加熱中)点火時刻確認^^川 
P❹午前1〇 - 〇〇経過^11〇 
國©午後時間分こI?め©®〇 先米!8 

表示消灯/点灯 

物/-I 分/(m) 

炊飯/苒加熱キー 
®炊飯、予約炊飯、調理する 
ときに押します。 

籲保温中に押すと、ご飯をア 
ツアツに温め直します。 

(保温中に1回押す） 
炊飯中、再加熱中、調理中 
はキーが赤色に点灯します。 

0 

、再加熱y 

現在時刻(時計)表示 
タイマー予約時刻表示 
保温経過時間表示 
調理タイマー設定時間表示 

L燃■表示I 

火がついているとき表示します。 
/炊飯中に中央の炎マークは消灯することもありま、 
すが故障ではありません。 

、両側の炎マークは、炊飯中は常時点灯しています。ノ 

時/ー キー(表示消灯/点灯キ~) 
分/+字~ _ 
©現在時刻•予約時刻合わせやねばり•か 
たさ•こげめ*調理時間•火力•温調温 
度の調節をするときに押します。 

き 現在時刻•予約時刻 

政合ゎせ。 

ねばり•かたさ•こ出 
I時間•火力•温調温度( 

mmbom. 
省エネのため使用していス 
押すと表示を消灯（点灯） 

ねばり•かたさ•こげめ*調理 
時間*火力•温調温度の調節 

©メニューを選ぶときに押します。 
/キーを押すごとにメニューが変わりへ 
(ます。 ) 

I ^ 

調節キー 
籲調節内容を選ぶときに押します。 
广キーを押すごとに調節内容が変わります。、 
k調節は(^7-キーと^i+)キーで行います〇) 

お好み炊飯調節 
[feば^) g各卜叫こげ^) | 

i-確定+——i 

調理タイマー 
調理時間 \^J03^-\zW^b\ 

温調調理タイマー 
HsBfMi-叫温調温度 



變編(LPガスd2A*13A®場合) 

瓦 
ガスコードは接続口にごみなどの異物がないことを確認 
して確実に接続してください。 
ガスコードは7年程度を目安に新品とお取替えください。 

■警告 
ゴム管接続など間違った接続をする 
とガス漏れ、火災の原因となります。 
■注意 
この炊飯器は/必ず別売のガスコードで 

接続する必要があります。. 

コードの長さを確認して、お買い求めく 

ださい。 
圓LPガスは2m以内のガスコードで接続 

してください。（ガスコードを外し、再 
度接続した場合、都市ガス13Aに比べ、 
LPガスは出てくるまでの時間がかかる 

ため） 

■確認方法 
戀カチッと音がする0 

春引っ張っても抜けない0 

_うまくいかなかったときは…… 

❿ガスコードの細い方を押し込んでい 
ますか？ 

■確認方法 
•カチッと音がする。 
⑮引っ張っても抜けない。 

國うまくいかなかったときは…… 
魯ガスコードの先端部分を押し込んで元に戻す。 

E2ZIS:> 
カチッ 

^ガス栓の種類は正しいですか？ 
<コンセントガス栓> <ホースガス栓> 

ぐ、ク風 赤い線 
がある。 

接続部の形状を 
確認してください。 

専用プラグ（別売）が 
必要です。 
詳しくはお買い上げの 
販売店、またはもより 
のガス事業者へお問い 
合わせください。 

お使いになる前に 



表示されます 1回だけ点滅します でd 
ま？：が 

順^[字 
手uf数 

の乍刻。 
次喿時す 

もC}のま 
でf中れ 

順以示さ 
手拠表卜 
の5?、ッ 

ど約ばセ 

※マ時間以上電源プラグを差し込んでおけば、電源プラグを抜いても約24時間時計機能は動いています。 
表示は消えていますが、電源プラグを差し込むと、現在時刻が表示されます。 

※現在時刻は室温などにより、多少ずれることがあります。その場合、「時計の合わせかた」で合わせ直してください。 

'計量米びつより計量カツプの方が正確です。炊き上がりが 
いつもと違ったら、付属の計量カップで確認しましょう。 

[水加減の合わせかた] 

_^-やわらかめ（多め） 
一 ふ一)う 

^-かため（少なめ） 

お米をとぐ 

① たっぶりの水でさっとかき混ぜ水を素早く捨てる。 
② 「とぐ—洗い流す」を数回くり返し、水がきれいになる 
まで手早く洗う。 / 

❿とぎ足りないとニオイ、黄パミ、 I p'JJ A 
炊飯不良の原因になります。 ^ J IT 

愈水を吸った米は割れやすいので 
泡立て器などを使わないで手で / 
といでください。 V 

>炊飯かまのフッ素加工を長持ちさせるためにはボールなどで 
お米をといでください。 

*炊飯かまの目盛はめやすです。お米の種類やお好みに 
合わせて水加減をしてください。 

(2◦ページの炊飯表を参照） 
1水加減は平らな台の上で、両側の目盛を見て同じ高さ 
になるように合わせてください。 

無洗米をおいしく炊くポイント 

1. 無洗米専用計量カップでお米を計る 
2. かき混ぜる 
水を入れた後、軽くかき混ぜるとお米の周りの気泡 
が取れ、水を吸収しやすくなります。 

3. 水を取り替える 
水のにごりが多いときは水を数回取り替え、にごり 
を少なくしてから炊いてください。にごったまま炊 
くとふきこぼれ、こげ、かたいこ'飯など炊飯不良の 
原因になります。 

※「洗米おき」で炊飯する場合は十分に「ひたしおき」 
をしてください。（目安夏場30分以上、冬場60 
分以上） 

炊飯には、2通りの炊き方があります。 
1. 洗米すぐ：洗ってすぐのお米を炊く場合 
2. 洗米おき：洗った後、じゅうぶん水にひたしたお米を炊く場合 

使いかた 



1炊飯かまを I本体にセット 

炊飯かまの外側(特に底励についた水 

は、よくふきとってからセツトしてく 

ださい。 

1. 本体の下に電源コードをはさま 

ないよ5にセツトしてください。 

2. 炊飯燃焼部にしゃもじなどが落 

ちていないことを確認してくだ 

さい。 

3. 炊飯燃焼部の感熱部に米つぶ• 

食品くずなどがあれば必ず取り 

除いてください。 

❿バーナーの横にある立消え安全装置 
や点火プラグに水滴がかからないよ 
うにご注意ください。点火しにくく 
なることがあります。 

感熱部 

パーナー 

---一一一-__ _立消え安全装置 

❿炊飯かまを本体にセツトする際、か 
ま受けで指をはさまないように注意 
してください。 

Lili内ぶたを外ぶたに 
|セツトして閉める 

外ぶたで手をはさまないように注 
意してください。 

電源プラグをコンセ 
ントに差し込む 
ガス栓を全開にする 

電源プラグがコンセントに差込まれ 

ていることを確認してからガス栓を 

開けてください。（イラストは開の 

状態） 

初めて炊飯器をお使いの時 

•初めて炊飯器をお使いの時、油の焼 
ける臭いがする場合があります。こ 
れは燃焼部周りの部品（かま以外）の 
加工油が乾くためで異常ではありま 
せん。 

•臭いが気になる場合には、かまに付 
属の計量カップで水を1〜2杯（180 
〜360ml)入れ、炊飯キーを押し 
水炊きすると徐々に臭いはなくなり 
ます。1◦〜20分加熱し、水がなく 
なれば自動的に消火します。 

ひたし炊き 
水温を上げてお米に吸水 
させます。 
約60秒間は火がつき中 
央の炎マークが赤色に点 
灯します。 
その後約16分間は消火 
します。この時、中央の 
炎マークは消灯します。 

お米に吸水中であり故障 
ではありません。 

【保温)f加熱中) 

"ピー」とむらし完了、 
炊きあがりをお知らせ; 

キーが消灯します。 

炊きあがり 
自動的に通常保温になり、 
保温経過時間を表示しま 
す。 

※ガスコードに空気が入っている場合など、点火時すぐに火がつかないときは9秒間スパークします。また、1回のスパークで点 
火しなかった場合は10秒間休止後、再び9秒間スパークします。（合計2回の点火動作でも点火しなかった場合は、表示部にエ 
ラー表示「11」が点滅します。ガス栓が全開になっていること、ガスコードが折れ曲がったり、ガス接続部に異常が無いこと 
を確認後、「切」キーで解除して、再点火してください。） 

※点火途中や、ひたし炊き中に停電あるいは電源プラグを抜き、再び通電した場合は7分以内であれば「炊飯」キーが点灯し、自 
動的に炊飯を続けます。 I 

炊飯を始めるとお米が吸水しやすい水温に調節するため点火*消火をくり返します。 
(この時自動的にスパークしますが故障ではありません） 
炊飯には、2通りの炊き方があります。 

1. 洗米すぐ：洗ってすぐのお米を炊く場合 
2. 洗米おき：洗った後、じゅうぶん水にひたしたお米を炊く場合 

(12時間以上、米を水にひたさないでください。変質の原因になります。） 

■白米(洗米すぐ•洗米おき） 0 
#0❿ 



U呆温)(加熱中) 

n - nn 
uB u u 00 

お米に水を吸わせる（ひたし 
炊き）工程を短縮するため、 
洗ってすぐのお米を炊く場合 
に比べ約12分早く炊きあがり 
ます。 

且W 
©©㉟ 

お米の種類 

白 米 1-5.6 

新 .米 1〜5.6 

古 1〜5.6 

無洗米※1 1-5.6 

胚芽精:米 1〜3 

分づき米(3 • 5ヴ分） 1〜3 

発芽玄米 1〜5.6 

麦まぜ米※2 1〜3 

炊飯量（カップ） 

RR-05MRT l~RR-07MRT I RMOMRT 

1〜5.6 1〜7.8 2〜11 

1〜5.6 1〜7.8 2〜11 

1〜5.6 1〜7_8 2〜11 

1〜5.6 1〜7.8 2〜11 

1〜3 1〜5 2〜7 

1〜3 1〜5 2〜7 

1〜5.6 1〜7.8 2〜11 

1〜3 1〜5 2〜7 

^——少なめ 
(—多め 

I—ふっぅ 

j—多め 

i—多め 

^-ふつ5 

-多め 

洗米おき時に水にひたす時間 

舂〜夏 秋〜冬 

30分以上 60分以上 

約30分 約60分 

60分以上 90分以上 

30分以上 60分以上 

60分以上 90分以上 

60分以上 90分以上 

30分以上 60分以上 

60分以上 90分以上 

※1無洗米の種類によっては、粉の多いものがあります。炊飯量の多い場合（5カップ以上）は、特によくすす 

し、でにごりを少なくしてくださし、にごったまま炊飯するとふきこぼれたり、こげ、かたいご飯など炊飯不 

良の原因になることがあります。 

※2 麦まぜ米の場合は、水加減が少ないとこげる場合があります。麦まぜ米、雑殻米は白米の10%未満の比 

率でまぜてください。10%以上では炊飯不良の原因になることがあります。 

※3 水加減を多めにした場合はふき上がりが多くなりますが蒸気口をおかゆ•玄米専用のものと取り替える 

とふきこぼれません。 

⑩精米方法•銘柄によって炊き上がりに差があります。 

⑩玄米は玄米炊飯モードで炊飯してください。（23ページ参照） 

•こ'飯をおいしく炊くために高温状態を長く保っているため、おねばにうっすらとコゲ色がつくことがありますc 

❹「ねばり」•「かたさ」•「こげめ」はお好みやメニューに合わせて調節できます。（2*1ページ参照） 

•強火で炊き上げるため米のデンプンがオブラート状の膜になり、かま側面につくことがあります。食べても問 

題はありません。 

炊きあがりまでの時間の目安（気温。水温。米質により変化します）.気温2CTC、水温20°Cの場合 

型番 炊飯量 時 間（分） 
(カップ） 洗米すぐ 洗米おき 

RR-05MRT 1〜5.6 約41〜43 約29〜31 

RR-07MRT 1〜7.8 約41〜44 約29〜32 

RFM0MRT 2〜11 約42〜47 約30〜35 

⑩きちんとむらす むらし中にふたを開けるとおいしいこ'飯になりません。 
©余分な水分をとばすむらしが終わつたら底からふんわりとほぐしましょう。 



■カレーやおすしには、かためのあつさりごはん。お弁当には冷めてもおいしいやわらかめのもちもちこ'はん。 

■ねばり•かたさ•こげめをお好みやメニューに合わせて調節できます。 

■0を基準に5〜一5(11段階)まで調節できます。 

調簡}押す 

(k/K^押す 押す 

(時/ー キーで一5段階 分/+ )キーで+ 5段階「+」•「一」でお好み、用途に合わせてねばりを 

調節する。 

©どの手順でも次の手順まで約5秒以内に 
操作しなければ、表示中の数字がセット 
されます。 

再度r調闻）を押す 

キーを押すと取り消しとなり前回の設定に戻ります 

ぶ押して炊飯します。 
キーが赤色に光ります。 

あとは 

※一度選んだ「ねばり•かたさ•こげめ」は記憶されますので毎回合わせる必要はありません。 
次に変更するまで記憶されています。 

cjソスj i ノ 1 

メニュー ねばり かたさ 

お弁当 2〜5 — 2〜一4 

おすし — 3 3 

カレー — 2-—g 2〜5 

炊飯•ピラフ__一 5_ 5 

こってり洋食_tl〜4_〇〜2 _ 

あっさり和食一2〜1 一2〜〇 

※「ねばり」「かたさ」は水量•ひたし時間• 
※基準の「0」では、新米はやわらかめに、 
調節してください。 

:げめ_備_考_ 

_0 _冷めてもおいしいやわらかめのもちもちした炊き上がり 

0 お酢を含みやすく混ぜてもベたつかないさらっとかため 

0 カレーを混ぜてもつぶれないさらっとかため 

_0 _一粒ずつほぐれるばらっとした炊き上がり_ 

__ 〇〜3 _ Aンバ-グやフライに良く合う、ねばりがありしゃっきりした炊き上がり 

〇〜3 =焼き魚や煮物に良く合うあっさりやわらかめ 

お米の銘柄で変化します。あくまで目安にしてください。 
夏場のお米や古米はかために炊きあがりますのでお好みに合わせて 

お好み炊飯調節によるこ'はんの変化• 

•洗米おき炊飯での「かたさ」調節は炊飯かまの三角目 
盛りで行ってください。(16ページ参照） 

•お好み炊飯調節で不足の場合は、水量も合わせて調節 
してくださし、。 

鬱調節を行うと炊飯時間が変わります。 

「+」調節 「一」調節 

ねばり ちちちち あっさり 

かたさ かため やわらかめ 

こげめ こげ色つき(強） こげ色なし(弱） 

..... ............................. 

iPwilliH 

1111111111 .111議^ 
パ,>づ’パ;：ビン>’:ダ:'でぶづ::，’卜ふ:か 

士^;Z：Lt至囡含士ノ、ノ k. 

使いかた 



ffl メニューの洗米すぐより約12分早く炊きあがります。 

押して 
に合わせる 
点灯 

炊ぎ込み(おこわ） 
•水置は具(かやく）の量を除いてあわせてください。 
•お米をじゅうぶん水にひたした後、調味料•具を加えます。 
調味料（バター•ケチャップ等も含む）や具が沈澱するとうま 
く炊けない原因となるのでかきまぜずすぐ炊飯してください。 

iffll に合わせる 
wa 点灯 

細 
v再加t 押す 

(S) 
>加^/ 

キーが赤色に 
点灯します。 謂甲す 

キーが赤色に 
点灯します。 

「洗米おき」点灯 

SrWi-nX) 

「こげめ」のみ調節できます。 

あとは_の場合と同じです。 
炊きあがり後、自動的に保温になります。 

©洗米おき、予約炊飯はできません。 
翁少しかために炊きあがります。 

あ、かKD 

I縣湖 
t||； 
666 

「こげめ」のみ調節できます。 
⑩具の変質を防ぐためお米に水を吸わせる工程を短縮する 

「洗米おき」で炊飯します。 
•予約炊飯はできません。 
馨白米よりこげが強くなります。こげが気になる場合は調 
節キーで〇に合わせてください。 

あとはmiのr洗米おきjの場合と同じです。炊きあがり 
後は具の変質を防ぐため保温になりません。 

■玄米 
「 

「ぽってりした全がゆ」と「さらっとした7分がゆ」の2種 全玄米が炊けます。 
類のおかゆができます。かまの目盛りの水加減で炊き分 胃 
けて<ださい。 t X ッ) 

±mi Mに合わせる 
m点灯 

iffll 7ア ®に合わせる 
®点灯 

画 
押す 

(S) 
々加熱/ 

キーが赤色に 
点灯します。 
鏡す 加熱ノ 

キーが赤色に 
点灯します。 

じゆうぶん水にひたした場合 

v再加r 洗米おき点灯 

2回押す、 あとはfflの場合と同じです。 
⑩時間がたつと風味を損ないますので炊きあがり後 
保温になりません。なるべく早くお召しあがりください。 

•予約炊飯できます。 

「こげめ」のみ調節できます。 
あとはI1E1の場合と同じです。 
炊きあがり後、自動的に保温になります。 

5テ、て1 1〜3時間、水にひたした方が 
ホイノト よりおいしく炊きあがります。 

❿おいしく炊きあげるために、じゆうぶんにひたした場 
合でも、お米に水を吸わせる工程を短縮する「洗米お 
き」では炊飯できません。 

•予約炊飯できます。 

eセラミック釜モードの場合、炊き上がり後は自動で通常保温にはなりません。 
③付属の炊飯かまを使用して、沸騰マークが点滅する場合は、感熱部や感熱部受けが汚れて 
いることがありますので、お手入れをしてください。（31» 32ページ参照） 

炊飯量（カップ） 時 間(分) 
型番 

全がゆ 7分がゆ 玄米 おかゆ•洗米すぐ おかゆ•洗米おき 玄米 

RR-05MRT 0.5〜2.0 0.5〜1.5 1〜4 約43〜46 約38〜42 約7〇〜76 

RR-07MRT 0.5〜2.0 0.5〜1.5 1〜6 約43〜46 約38〜42 約70〜78 

RFMOMRT 0.5〜2.0 0.5〜2.0 2〜8 約43〜46 約38〜45 約72〜80 

使いかた 



予約炊飯(タイマー炊簾） 
_必ず現在時刻を確認してください。 
現在時刻が合っていないと、予約した時刻に炊きあがりません。（15ページ参照) 

■タイマー予約が使える範囲は、1時間30分後から12時間未満です。 
(12時間以降の予約は12時間後に炊き上げ、その後は通常保温になります。） 

■2通りのタイマー予約ができます。 
あらかじめ以下の予約時刻が設定されています。 
予約①午前6:00 
予約②午後7:00 

予約キーを押すごとに「予約①」「予約②」をくり返し表示します。 

おかゆ。玄米の場合は、はじめにメニューを合わせてください。 

!! 
.漏.，1時舌、、 押す 

顧午前r ■ nn i 
h Os uu： 

1押す 

押す 

⑪午前%:昍 

「時」を設定中、「分」点滅 

f'....... ... .... 

B❹午前n. sn 
い霉u 

、国 _____ 
押し続けると連続的に変わ 「分」点灯に変わる 
ります。 T0分単位でセツトできますc 

どの手順でも7秒以内に操作しなければ、表示中の予約時刻 
がセットされ、現在時刻に戻ります。その場合は1から操作 
をやり直してください。 

1縁 
w V再加「 

予約時刻を合わせて7秒以内に 
炊飯キーを押して、予約完了 

押す 

『前S：P5 
::点火時刻:: ☆ ね嫩、 

かたさ 
こげめ 

タイマー予約完了 
「点火時刻」が点滅し、3秒間 
点火予定の時刻を表示します。 

® 午前，7; /£? IU 待機中予約時刻を表示 

•前回の予約時刻を記憶していますので、 
毎回合わせる必要はありません。 

©点滅している予約時刻を確認。 

©炊飯開始まで、予約時刻を表示。 
•7秒以内に操作しないと、表示が現在 
時刻に戻ります。 

©点火時刻は予約時刻の45分前（玄米 
は89分前）です。 

タイマー予約をした後、電源プラグを 
抜かないでください。予約がキャンセ 
ルされる場合があります。 
(長時間停電時もこの様になります。） 

点火時刻になると_を表示したまま_の洗米おきと同様に炊飯します。 

關1時間30分未満 
rピピピピピッピピピピピッ」と鳴り 
すぐ炊飯しはじめます。 

.+ ■12時間以上 
「ピピピピピツピピピピピッIとD_ D 

点火時刻を表示し、"点火時刻確認”が点滅後 
"時刻確認”が点灯します。 

_炊飯かまを取り出すとタイマー予約は取り消 
しになります。「一•度予約したら」の手順に 
沿つて再度予約してください。 

無洗米を使って予約炊飯をすると粉が底に沈澱 
し、こげたり、おいしく炊けない場合がありま 
す。この様な時は、白いにごりが無くなるまで 
すすいでから炊飯をすることをおすすめします。 

予約時間を12時間未満に変更してください。 
そのまま炊飯キーを押すと12時間後に炊き 
あげ、あとは通常保温を行います。 

參白米お急ぎ 

像炊き込み（具の変質を防ぐため） 

タイマーを使うときのポイント 

はじめからやり直してください。 手を離すと、予約時刻表示に戻ります。 

■タイマー待機中は保温なしの操作ができませ 
ん。炊飯が開始すれば〔保温〕が点灯し、操作 
が可能になります。 



!時間1【保温! f加熱中)点火時刻 

^ „ n m ねば0 

错C -U LI 温 

通常保温 
炊きあがり後は自動的に通常保温になります。 
ただし、炊き込み（おこわ）•おかゆは保温になり 
ません。 

保温経過時間を表示します。 

t 保温 j Cnum^p) 
Ia zin経過 
導B —"J 分 

•おいしく食べるため保温は12時間までに 
してください。 

©長時間の停電などにより、冷めてしまった 
ご飯の再保温はしないでください。 
ニオイや黄ばみの原因になります。 

長時間保温 

炊きあがり後、通常保温が開始したらすぐに、 

保温 
^長時k 

押す 

長時間保温開始から7時間後•11時間後•15時 
間後に各々、表示している点火時刻になるとガス 
による加熱を行います。 

(現在時刻が合っていないと点火時刻も、 
V合いません。 ノ 

ガスによる加熱が終わると、保温経過時間を表 
示します。（30分保温後、長時間保温完了の例） 

【長時間丨G保温丨Qiu熱中丨 

© 1:1 

国 
15： 30 

経！澀 
分こげめ 

< C C 

点火回数をr①」「②」r①②」で表示します。 
1回 2回 3回 

❿長時間保温への切り替えが遅くなると効果が 
じゆうぶんに得られません。 
おいしく食べるためガスによる加熱後または、 
食べる前に底からほぐすようにかきまぜ保温 
は24時間までにしてください。 

•15時間以上保温すると底のごはんがうつすら 
こげることがあります。 

•少量の保温は乾燥します。 

_保〗晟なし 
炊きあがり後、自動保温が不要の場合、あらかじ 
め保温を切ることができます。 
炊飯開始から炊き上がりまでの間ならいつでも操 
作可能です。 

@3メニューのときのみ選択でき 
ます。 

選べる保温 
通常保温 一回の食事で食べきるとき（少し高めの温度で保温） 
長時間保温次の食事まで保温するとき（少し低めの温度で保温） 
保温なし 炊き上がり後、自動的に保温したくないとき 
再加熱 保温中のこ'飯をあたため直したいとき 

炊飯かまがうきあがらないように注意する 
こ'はんをほぐしたり、よそうときに炊飯かまがうきあがると、保温が切れることがありますのでご注意 
<ださい。 

©©© 

(保温! f加熱中)点火 

8： 00 ,11 

再加熱 
保温中 

\再加7: 
押す 

>加熱ノ 
キーが赤色に 
光ります。 

5秒間の秒読み後点火 

加熱中(加熱時間は約8分です） 

再加熱終了（「ピピッ」と終了をお知らせ） 

[保温! r加熱中! 

経1澀 
分こけめ 

JIL » 

ご飯をよくほぐしてください。 
(1時間30分保温後、1回再加熱の例） 

©くり返し、再加熱すると底のご飯がこげたり、 
かたくなることがあります。（水を大さじ1杯 
程度かまふちから加えるとこげやかたさは抑 
えられます。） 

參冷えたこ'飯の再加熱はしないでください。 
ニオイや黄ばみの原因になります。 

軒ふ上手に保温しましょう 

■使用後 

押す 

表示が保温経過時間から現在時刻に 
戻ります。 

パサパサ乾燥させないために！ 
響ご飯は真ん中によせる。 

©内ぶた•外ぶたの 
□ックを確実にする。 

參お茶碗1〜2杯程度の少ない 
ご飯の保温は避ける。 

•長時間保温の場合、ガスによる加熱後または、 
食べる前に底からぼぐすようにまぜる。 

參長時間保温の場合、食べ終わったときに、大 
さじ2〜3杯程度の水をかまのふちから加える。 

鬱直接風の当る場所（扇風機やエアコンなどの 
風が当る場所）での保温はしない。 

參しゃもじを入れたまま保温しない。 
翁付属のしゃもじを使用する。 
參炊き込みご飯や、汁物は保温しない。 
⑩使用後毎に必ずお手入れする。 
こまめなお手入れがおいしく ^ 
保温するポイントです。 ^ 
「あとかたづけ」「お手入れ」 JI 
(P31- 32)を参照してく 0 

籲通常保温は12時間以内、Jifi 
長時間保温は24時間以i(m]j ^ 
内の保温にしてください。 

ガス栓を閉じる 

残ったご飯をおいしく！ 
•一食分ずつラップなどで包み、まとめて冷凍 
するとーケ月は保存できます。 

瘳電子レンジで解凍加熱すると、炊きたてのよ 
うにおいしく食べられます。 

©©© 



加熱時間と火力、こげめが設定できるので、手軽に蒸しケーキなどのおやつがつく 
れます。（詳しくは別冊のごはんメニューをご覧ください。） 

煮物調理に付属の炊飯かまを使うと、フッ素樹脂加工の寿命が短くなる場合があります。煮物などの調理に 
は別売のセラミック釜のご使用をお勧めします。 

:腳むm I 分…Q 

.11^に合わせる v——^_—麵 J 
_ ^_ 最初は20分の標準タイマーが点灯します。 

(時/—，分/十}キニ間を■節してください。(最大60分までです) 

※調理の内容に合わせて調節してください。 

1SH 

mm. 押す 火力を合わ 
せます F： S 

nm 

(時/——分/+) キーで火力を調節します。（火力は_4から0の5段階です） 

※調理の内容に合わせて調節してください。 

M^nj ifflTr こげめのみ調節 
キぐf飞甲9 できます：：：’ 

(ST-JJ+)キ-でこげめを調節してください。 

※調理の内容に合わせて調節してください。 

n 
LJ こげめ© 

wm 

mm 
、麵;:v 

調理を 
開始します 

丨加熱中1点火 

1M 

、再加熱ノ 

[加熱 

'in 
C u 分こけめ 

キーが赤色に点灯します。 mwm @@@ 

n 
u こげめ 

1» 

点火 

調理中 

(ぐ（ 

llfl調理中に時間と火力を変更することができます。調理の様子を見ながら調節してください。 
ホ■卜（点火中は変更できません。） 



まず確かめてください。 
' ①ガス栓を閉じる②電源プラグを抜く③本体が冷えている 

申憶満赃 中性4- 

洗柄 

内ぶた•しゃもじ•つゆ受け•蒸気口などはそのつど、ス 
ポンジや布きんなどやわらかいものを使って洗ってください。 

内ぶたを掃除しないとおねばが内ぶたにたまり、外ぶたを 
開けた時、つゆ受けの外にあふれることがあります。 

内ぶた 
断面図 

断面図 

つゆ受け 
内ぶたについたつゆは 
つゆ受けにたまります。 
つゆ受け、本体ともい 
つも清潔にしましょう。 

蒸気口 
•はずし方 
両端を内側に^ 
つまみながら、 
♦の方向へ押 
し込んではずす。 

M •つけ方 
善の方向へ力一 
チッと音がす 
るまで差し込む。 

.1 駿， 

外ぶたは布で 

ふいて < ださい。 

かま受け•外ぶた内側の汚 

れはよく絞った布でふいて 
ください 

炊飯かまのフッ素樹脂加工をいためず、長持ちさせるには 
•研磨効果の高い洗剤やかたいスポンジ、金属たわし 
で洗わない。 

參スプーンや食器などを入れない。 
©炊き込みやおこわなど調味料を使った後は、すぐに 
洗う。（外ぶたの内側もふきとってください） 

©酢など酸の強いものは使わない。 
•炊飯かまでお米を洗わない。 

酸性•アルカリ性の洗剤•アルコール• 感熱部、バーナーは 炊飯かま底面の感熱部受けの汚れを 
シンナー•ベンジン•金属たわし•ナイロ いつtirれいにしておv _ きれいにふきとってください。 

ンたわしなどは使わないでください。 感熱部、バーナーD、汚れると正落に異物がっくと正常に炊飯できなくな 

酸性やアルカリ性の洗剤は機器を傷め炊飯できなくなるので、いつもきれります。 

バーナー 



■故障表示と逃置方法 
機器および使用方法に不具合があつた場合は、自動的に炊飯.保温を停止し、時刻表示部分に下記のような2けたの数 
字が点滅します。 

■停電したら 
(途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。） 

•停電中、表示はすべて消えています。 

S、 約7分以内の停電のとき 約7分以上の停電のとき 

炊 飯 中 
自動的に復帰し、そのまま炊 
飯を続けます。 

炊飯を停止し、$0を表示します。 
停止した場合は、^)キーを押してから、キーを2回 
押して(洗米おき）、再炊飯することができますが、おいし 
く炊けない場合があります。 

保 温 中 
自動的に復帰し、そのまま保 
温を続けます。 

そのまま保温を続けます。（ただし、停電中にご飯が冷え 
てしまうと保温を停止し、#る>を表示します。） 

タイマ—予約中 
予約時刻通り炊きあがります。ただし、炊飯開始時刻まで停電が続いた場合は、炊きあがり 
が遅れたり、停止し、《我》を表示することがあります。停止した場合は、rS)キーを押して 
から、@キーを2回押して(洗米おき）、再炊飯してください。 

故障表示 処置方法 

ioo が点滅 

⑩炊飯中に約7分以上の停電があったとき。下記「停電したら」の炊飯中に約7分以 

上の停電のときの欄参照。 
•保温中に停電があり、ご飯が冷えてしまつ（切）キーを押し、「切」にしてくださし、。 
たときC 冷えたご飯の再保温は黄バミ•ニオイ 

パサつきの原因になります。 
電子レンジなどで温めなおしてくださ 
しV 

/£?3が点滅 

が点滅 

が点滅 

が点滅 

:#65分以上（玄米メニューのときは70分以 
上）バーナーが燃焼したとき。 

❿ガス栓の開け忘れなどで正常に点火しなか 
つたとぎ。 

•炊飯中に点火ミスや異常消火したとき。 
拳炊飯中にガス栓をしめたとき。 

(切）キーを押し、「切」にしてください。 

(切）キーを押し、一度「切」にし、ガス 
栓を確認してください。 
炊きあがりを確認し、再炊飯してくださ 
し、。（おいしく炊けない場合があります。） 

•本体にふきんをかけるなどして、センサー| (切）キーを押し、センサーが冷えてか 
が過熱したとき ら再操作してください。 

※上記の故障表示を始めると同時に「ピピピピピッ•ピピピピピッ」とブザーで知らせます。 
※再び同じ状態になるときは、アフターサービスをお申し込みください。 

ハいり〆ざ.*り％ ,.〇丄リ 
；〇が点滅 •センサー•スイツチ等が異常です。 

(切）キーを押しても再使用できない場 
合はサービスマンによる点検が必要で 
すから、お買い上げの販売店、または 
もよりの当社へご連絡ください。 

■故障。異常の見分け方と処置方法 
ご使用中にふだんと違った状態になったときや、 
不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、 
直ちにご使用を中止してじゆうぶんな点検をお願いします。 

使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する。 
①あわてず、ガス栓を閉じる。（1)電源ブラグを抜く。 

現 象 

表示がでない 

予約時間に炊きあがらほし 

糧議塞__賺 

予約セツト時アラームが鳴り 
すぐ炊ぎはじめる 
予約セツト時アラームが鳴り 

象— 籲お調べいただくこと 与処置方法 

©電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。 
4電源プラグ夸_コンセン>に差し込む。 

)らない ⑩ガス栓が全開になっていますか。 
:#ガス栓の開きが不十分だと、火力不足で炊飯時間が長くなり、やわらかめの 
__疼孝あがりになりますので、必ず全開にする。 
⑩現在時刻や予約時刻は、まちがっていませんか。 

_____ラ時刻は正しくセッ上（15、25ページ参照） 
厶が鳴り ©1時間30分未満の予約をしていませんか。 
_ _ #炊飯に、約26こ80分かかるため、すぐ炊きはじめます。 
ムが鳴り 鬱12時間以上の予約をしていませんか。 
る #ひたし中の腐敗を防ぐため、12時間後には炊夫あげ.保潟しますa 時刻確認の表示がでる _=^广こし中の辱敗をぐ/^め、時間後には炊きあげ' 保温します、 

点火しない ©ガス栓が全閉になっていませんか。 
ス栓を全開に： 

❿ガスコードが折れていませんか。 
^ガスコードの折れを直す。 
⑩電源が入っていますか。 
#電源プラグをコンセントに差込む。 
參点火プラグや立消え安全装置に水滴やふきこぼれがついていませんか 
0水滴、ふぎこぼれをふぎとる。_ 

⑩(戀)キーを押しつづけていませんか。 
、；パ，：…’へ/へ…’ 

____ 
消火する 
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炊きあがりがかたい、 I 

芯がある I 

_ . 

' 
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ふきこぼれる 

キーが点灯したら手を離す。 

©立消え安全装置に水滴やふきこぼれがついてし1至豆A76ヽ。_ 
4水滴•ふきこぼれをふきとる。^ 

(消火に気づいたときは、すぐ0®)キーを押し、約1分間待ってから再点火して 
ください。） 

:⑩洗米後ザルなどで水切りしていませんか。 
| 「洗米おき」炊きの場合、洗米後は必ず水に浸し、吸水させる。— 
❿無洗米を使っていませんか。（「洗米おき」炊きの場合） 
与'!〜2度すすいでから水に浸し、吸水させる。（10、16、20ページ参照） 
4無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カップを使用する。 
❿ひたし時間は適正ですか。（「洗米おき」炊きの場合） 

|与白米•無洗米•発芽玄米：春〜夏は約30分、秋〜冬は約60分 
胚芽精米•分づき米•麦まぜ米•古米：春〜夏は約60分、秋〜冬は約90分 

©お米の量、水加減はまちがっていませんか。 
#計量カップでお米の量を確かめる。 
水平な場所で両側の目盛りで水加減する。 

4無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カツプを使用する。 
©炊飯かま•内ぶた•フロート•パツキンなどは、付け忘れたり、変形してい^せんか。~ 
与蒸気のちれが多いとかたくなるので、変形した部分は交換してください。（有償） 
參お米の量、水加減はまちがっていませんか。 
=»計量カツプでお米の量を確かめる。 
水平な場所で両側の目盛りで水加減する。 

^無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カップを使用する。 
•無洗米を使っていませんか。 
4「洗米おき」炊きの場合は十分に吸水させる。 
与*!〜2度すすいでにごりをとる。（10、16、20ページ参照） 
^米量が多い場合は、特に念入りぐ。 
©炊飯かま•内ぶた•フロートパッキンなどは、付け忘れたり、変形していまか/ 
==>きちんと合っていないとふきこぼれるので、変形した部品は交換してください。 
—.......(有償)_ __ 
©内ぶた、内ぶた取付パッキンなどはきれいに掃除していますか。 
内ぶたの小さな穴がつまるとふきこぼれます。 

困つたときは 



現 象 ❿お調べいただくこと 与処置方法 

ふきこぼれる 
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⑩ひたし時間は適正ですか。（「洗米おき」炊きの場合） 
=>白米•無洗米•発芽玄米：春〜夏は約30分、秋〜冬は約60分 
胚芽精米•分づき米•麦まぜ米•古米：春〜夏は約60分、秋〜冬は約9〇分 

#水加減は適正ですか。 
#水量を多めにする場合は蒸気口をおかゆ•玄米専用蒸気口と取り替える。 

炊きあがりが軟らかすぎる 

■'''' 
へ，.： 

議_議議議顯議議議___議 

_霧攀 

■■ 
麵___霸_議_額戀顯綴：:：:::::_顧:::.苗 

參正しく洗米していますか。 
4力を入れすぎたり、お湯で洗ったりするとお米が砕け、ベちゃになる。 

|手のひらでやさしく 丁寧に必ず水で洗う。 
❿お米の量、水加減はまちがっていませんか。 
計量カップでお米の量を確かめる。 
水平な場所で両側の目盛りで水加減する。 

4無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カップを使用する。 
❿ご飯をよくほぐしましたか。 
#むらしが終わったら余分な水分をとばすためできるだけ早くご飯をほぐす。 

こげる •よく洗米していますか。無洗米は種類によってはこげやすいものがあります。 
ぬか分が残っているとこげるので、水がきれいになるまでお米を洗う。 

#調味料などを入れていませんか。 
4炊きこみご飯はこげやすいので気になる場合は調味料の分量をひかえめにして 
ください。 

丨少量炊飯でこげがでた場合は 
目盛りより少し多めに水を入 
れて下さい。 ⑩長時間ひたしていませんか。 

=>ひたし時間が長いと粉米がかま底にたまり、こげやすくなります。 トヴ.. 

オブラート状の膜が釜の周囲1 
に張るのは正常です。 

(お米から出たデンプンが膜 
になったfeのです） 

❿感熱部やかま底が汚れていませんか。 
4汚れていたらきれいにする。「あとかたづけ」「お手入れ」（31、32ページ参照） 
參こげめ調節は適切ですか。 
==>適切な調節にする。 

保温しているご飯がベたつく 

p-かたくなった 

臭いがする 

変色する 

一冷めている 

• • ■ . - 

•ご飯をよくほぐしましたか。 
#むらしが終わったら、余分な水分をとばす。 
❿長時間保温していませんか。 
❿停電しませんでしたか。 
❿しゃもじを入れたままか、冷ご飯•ご飯をつぎたして保温していませんか。 
©外ぶた、内ぶたがきっちりしまっていますか。 
®炊飯かま、内ぶた、内ぶた取付パッキンなどは変形していませんか。 
#「上手に保温しましょう」（28ページ参照） 
鬱よく洗米していますか。 
4ぬか分が残っているとニオイの原因になるので、水がきれいになるまでお米を洗 
う。 

保温が切れる ❿2秒以上炊飯かまが持ち上がったり、浮いたりした事はありませんか。 

炊きあがり後、自動で保温に 
入らない 

' 八::''':へ:,'vベ'':.:’:，'::':'''::''''’，''ぐ:'パへ:,’:',',.’了..:,.....:..:::::^ 、 "ぐ " 
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•保温なしになっていませんか。 
4炊飯中、表示部に(保温)の表示が出ていることを確認する。（27ページ参照） 
©感熱部やかま底が汚れていませんか。 
#汚れていると、セラミック釜モードになり、自動保温になりません。 
汚れていたら、きれいにする。（24、31、32ページ参照） 

以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときは、お買い上げの販売店またはもよりの当社にご相談ください。 

品 名 RFW35MRT RR-07MRT 

0.18〜1.4(1〜7.8) 

0.17〜1.33(1〜7.8)無洗米 

RR-10MRT 

0.36〜1.98(2〜11) 

0.34〜1.87(2〜11)無洗米 炊 
白 米S (カップ） 

お急ぎe (カップ） 
0.18〜1.0(1〜5.6) 

0.17〜0.95(1〜5.6)無洗米 

量 

力 
ヅ 

炊き込みfi (カップ） 0.18〜〇.72(1〜4) 0.18〜1,08(1〜6) 0.36〜1.44(2〜8) 

おこわ カップ 2〜4 2〜6 3〜7 

全がゆ カップ 0.5〜2.0 0.5〜2.0 0,5〜2.0 

7分がゆ カップ 0.5-1.5 0_5〜1.5 0.5〜2.0 

玄 米カップ 1〜4 1〜6 2〜8 

外 
形 
寸 

一法 

局 さ（_) 268 300 301 

_ (_) 266 266 296 

^ 行^圆) 363 363 393 

質 iHHI 8.0 8.5 9,3 

ガス 接続 ガスコード（小口径迅速継手) t 

電 源 AC100V 50-60HZ 

消費 
電力 

〜一 . 

炊 飯 時(W) 14 14 14 

定格消費電力(W) 210 210 233 

点 火 方式 連続スパーク点火 
電源コードの長さ（m) 1.4 

付属品 
計量カップ(白米•無洗米用各1個）•しゃもじ•蒸気口（おかゆ.玄米用） 

取扱説明書（保証書付）•ごはんメニュー•連絡先一覧表 

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 

1時間当りのガス消費量（kV\i 0 

--び RR-05MRT RR-07MRT RR-10MRT 

LPガス 2.15 2.15 2.33 

13A 2.15 2.15 2.15 

12A 2.00 2.00 2.00 

獅〜~——び RR-05MRT-1 RR-07MRT-1 RR-10MR 丁-1 

6A 2.15 2.15 2.15 

5C 2.15 2.15 2.15 

LI (6B-6C-7C) 2.15 2.15 2.15 

L2 (5A-5B-5AN) 2.15 2.15 2.15 

L3(4A*4B-4C) 2.15 2.15 2.15 



266 CRR-05MRT) 
266 (RR-07MRT) 
296(RR-10MRT) 

¥ 

外形寸法(単位：mm) 

•炊飯かま（フッ素樹脂加工） 
使っているうちに、フッ素樹脂に色むら•ハガレができることがありますが衛生上問題ありません。万一食べてしまっても 
食品衛生法の基準内で問題はありません。ご使用に不便をきたすようになりましたら、炊飯かまだけをお買い求めください。 
また、炊飯かまの側面等が凸凹になっている場合は炊飯かまの交換が必要です。 

參その他の部品類 
内ぶた、フ□一 卜、パッキンなどが、変形•劣化.破損してご使用に不便をきたすようになりましたら、その部品だけをお 
買い求めください。しゃもじ•つゆ受け•蒸気口なども同様です。 

セラミック釜では、炊き込み.玄米など使用できないメニューがあります。 

Pyi5a)5ls 
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一— 

1霹, 

■無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店またはもよりの当社にご相談ください。 
修理によって性能が維持できる場合は有料修理いたします。 

_補修用性能部品保有期間は、当製品の製造打ち切り後6年間となっています。（補修用性能部品とは.その製 
品の機能を維持するために必要な部品です） ^ 

お買い上げの販売店、またはもよりの当社にご連絡ください。 
別添の「連絡先一覧表」を参照してください。 

旨修用性能部品の保有期間について 

■裏表紙が保証書になっています。 
■当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに 
無料修理に応ずることを約束いたします。（詳細は保証書をご覧ください。） —、 

■保証書を紛失されますと保証期間内であつても修理費をいただく場合がありますので大切に保存してください。 

転居にともなう調整や改造に有する費用は保証期間内でも有料となります。 

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、調整•改造の必要があります。転居先のガスの種類を確認の 
うえ、転居先のもよりのガス事業者（供給業者）にご相談ください。 

ガスには都市ガス数種類およびL Pガスの区分があります。 

電源プラグを抜き、各部の汚れを取除き、十分に乾燥してからほこりなどの異物が入らないようにビニールに匂 

み、お買い上げになったときの箱に入れ湿気やほこりの少ないところへ保管してください。 
特にガス通路部（ガス接続口）には、ほこりが入ってガス通路をつまらせないように、お買い上げになった際に 
取付けられていたキャップをガス接続口にはめてください。 

_夕ビスて 
j減刻————一::-万:， 

圓33〜35ページの「故障•異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認ください。 
_ご確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓を 
閉じ、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店またはもよりの当社にご連絡ください。 
※アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。 
① 製品名.ガスの種類 ④ご住所•お名前.電話番号 
② 形式の呼び（銘板表示のもの） ⑤訪問ご希望日 
③ 故障または異常の内様（できるだけくわしく） 

圍お客様の個人情報の取り扱いについて 
•当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前•こ'住所.電話番号などの個人情報を、サービス活動 
および安全点検活動のために利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。 ^ 

•当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合' 法令に基づく義務の履行または権限の行伊 
のため必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示•提供はいたし 
ません。 


